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光ビスタライン 岡崎城天守
家康公生誕の地・岡崎城天守から約３キロメートル北にある徳川将軍家の菩提寺・大樹寺に向けて光を照射。
夜空を貫く平和の光を体感ください。≪問い合わせ≫岡崎市まちづくりデザイン課 ０５６４-２３-６２６１
※岡崎城天守閣から間近で見られます。（岡崎城２０：００まで 入館１９：３０） 有料

家康公生誕市

縁起物グッズ販売と、地元岡崎のうまいもんが出店！

17：00～20：00

岡崎城跡石垣めぐり
普段見ることのできない石垣見学をご案内

家康公生誕秘話 ～ここだけの話～
家康公生誕にかかわる不思議なかなしい良い話。〈講師：市橋章男〉

13：00～14：00

第一部 11：00～／第二部13：00～

第一部 11：00～／第二部14：00～

受付：三河別院 16：30～

和の光 Art Night × 大樹寺
和をテーマにした光のアートで大樹寺境内を幻想的に彩ります。山門から本堂に続く光の道は
SNS映え間違いなし！《問い合わせ》 岡崎市観光推進課 0564-23-6978

17：00～20：00

詳細は裏面

詳細は裏面

詳細は裏面

能楽堂

家康館前

家康館前

岡崎公園一円

18：00～天守閣前

グレート家康公「葵」武将隊
愛知ＤＣ特別公演
武将隊のメンバーによる特別公演　１２/１（土）・１５（土）・１６（日）・２４（祝・月）も開催。

愛知戦国甲冑隊率いる家康公生誕祝行列

今年も提灯を持って岡崎城に行こう！

祝猫練り歩き
岡崎化け猫騒動の化け猫が家康公のお祝いにやってくる？岡崎工業高校の生徒が、
五万石みこしの為に作った、化け猫みこしが、良い猫に生まれ変わり祝猫として、岡崎城内を練り歩き！

竹千代祭り（蟇目の矢 実演）
家康公をお清めした蟇目の矢で皆さんもお清めしよう！
家康公がお生まれに成った時に、魔よけとして行われた蟇目の矢の実演。

受付：産湯の井戸 17：30～

17：45～20：00

産湯の井戸→龍城神社 

六所神社→岡崎公園

竹千代行列
今年生まれた初子さんと子供たちをみんなで祝おう！
高張り提灯を先頭に生誕祝神輿や祝い猫と共に、産湯の井戸から練り歩き！

15：００～１５：20

ＦＣマルヤス岡崎サッカーフェスティバル
in 家康公生誕祭
寒さに負けるな！元気いっぱい、ＦＣマルヤス岡崎の選手と遊ぼう。

家康公献上餅つきと花餅かざり
龍城神社東 無料休憩所

大餅つき大会！みんなでついて家康公にご献上！

１３：００～１５：００岡崎公園多目的広場

ひき　め

お も と

22 土 日・23 12：00～20：00

家康公生誕祝太鼓祭り

八丁味噌を仕込んだ桶で作った大太鼓で、家康公の御生誕をみんなで祝おう！

日23 15：30～16：3022 土 15：00～16：00

幸せ見つけた！ 昇竜の光（アークライト）
天守閣前「竜神の井戸」から天に向かい直角にアークライトを照射します。
淡い赤色の光を見つけたら幸せになれるかも！（ときどき赤色にかわります）

17：00～21：00

幸せ見つけた！ 昇竜の光（アークライト）
天守閣前「竜神の井戸」から天に向かい直角にアークライトを照射します。
淡い赤色の光を見つけたら幸せになれるかも！（ときどき赤色にかわります）

17：00～21：00

岡崎イエヤスコウイルミネーション2018

テーマは、「城下に輝く初恋のキラメキ」！ 11/24～1/14まで開催
22 土・23 日・26 水 17：00～22：00

グレート家康公「葵」武将隊“グレート演武”
ダイナミックなグレート演武をお楽しみください。 14：00～14：30

有料：400円（税込）

和太鼓ZEROによる味噌六太鼓の演奏

同時開催イベント

家康公の御生誕を祈念し「味噌六太鼓」を使った奉納演奏を披露！ 14：00～14：30

ちびっこ姫★舞ダンス
竹千代わいわい！ あおみくらぶの子供たちが元気よくダンスを披露！

14：30～15：00

幸運を引き寄せる植物 万年青展

次々と新しい芽が入れ替わりとても長生きすることから、『万年（まんねん）青い』と
書いて『おもと』と読みます。長寿と繁栄の印である万年青が生誕祭に彩を添えます。

広忠公・於大の方縁結び安産祈願道中

広忠公と於大の方の幸せあふれる縁結び安産祈願道中！
出会えたら、きっと幸せいっぱい！

１７：４５～１８：００観光大使引継式
引継ぎ式後は観光大使も生誕祝餅投げに参加します。

家康公生誕市家康公生誕市

グレート家康公
「葵」武将隊
グレート家康公
「葵」武将隊

太鼓祭り太鼓祭り
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イエヤスコウ
イルミネーション
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花餅かざり花餅かざり

昇竜の光昇竜の光

昇竜の光昇竜の光

和太鼓ZERO和太鼓ZERO

光ビスタライン光ビスタライン

祝猫練り歩き祝猫練り歩き

日替わりイベント

岡崎公園会場

岡崎公園会場

三河別院／六所神社

通しイベント 参加無料

家康公降誕祭神事
家康公の御生誕をお祝いする神事を執り行います。（一般参列者は外からの参拝になります）

１１：００～１２：００龍城神社

祝家康公生誕開運餅投げ（なくなり次第終了）
１２：30～第一回 龍城神社前 １8：00～第二回  家康館前

家康館前

22 土

日替わりイベント23 日

日替わりイベント26 水

提灯行列提灯行列

家康公に思いを馳せ、竹灯籠や和の光で彩ど
られた、大樹寺より、岡崎城から照射される光
ビスタラインを望みます。生誕祝縁日として、
温かい岡崎グルメのおもてなしもあります。

大樹寺でイベント開催

受付：六所神社 16：30～
詳細は裏面

6

12 22 23土 日 26 水
※２２・２３・２４・２６日 みやげ店と岡崎城を
　２０：００まで延長（岡崎城入館は１９：３０）

日程

会場 岡崎公園周辺

能楽堂 16：００～20：００

詳細は裏面要予約

提
灯
行
列

詳細は裏面要予約

詳細は裏面要予約
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参加無料

参加無料

参加無料

蟇目の矢 実演蟇目の矢 実演

〈無料臨時駐車場〉市役所 東・西　　8：30～21：00P

和の光 Art Night × 大樹寺和の光 Art Night × 大樹寺

入場無料

家康公と本多平八郎忠勝公
本多忠勝公生誕四七〇年　「家康公と三河武士に学ぶ」　講師：市橋章男　
ゲスト：本多平八郎家／第二十二代 本多大将氏　
《申し込み・お問い合わせ》 岡崎商工会議所 0564-53-6190

１４：００～１６：００（開場１３：３０）

同時開催イベント
大
ホ
ー
ル

本
店
２
階

岡
崎
信
用
金
庫

OKAZAKI ROCK STREET～家康公生誕祭～
全国に岡崎の音楽を発信しているライブハウスCAM HALLが主催するイベントを開催！
若手バンドが、家康公生誕の地に集結！《問い合わせ》ライブハウス岡崎カムホール 0564-23-8220

12：00～17：00岡
崎
公
園

会
場

入場無料要予約



三河別院三河別院

六所神社六所神社

※市役所Pの利用は
　21時まで

提灯行列ルート

家康公生誕祝太鼓祭り

▼詳しいスケジュールは公式HPをご覧ください

岡崎まつり 生誕祭

家康公生誕祭実行委員会事務局お問い合わせ http://www.okazakimatsuri.jp/Birth/
TEL 0564-64-1637（一社）岡崎市観光協会内

〈主催〉家康公生誕祭実行委員会　　〈後援〉岡崎市／（一社）岡崎市観光協会／岡崎商工会議所／（一社）家康と四天王の会 イベント内容は予告なく変更になる場合する場合がございます。

営業時間／9：00～17：00 定休日：水曜日

実施日時 22 土 15：00～16：00 15：30～16：3023 日

八丁味噌を仕込んだ桶で作った大太鼓で、家康公の御生誕をみんなで祝おう！
参加資格

募集人員各日 前半  廻り太鼓　太鼓のバチを配ります。味噌仕込み唄のリズムに合わせて順番に太鼓を叩きます。
後半  一人打ち　始めて太鼓を叩く方から、太鼓自慢の経験者まで誰でも参加できます。

子どもから大人まで、どなたでも参加できます。

道中、餅の振る舞い有り！（協力：東康生商店街まちづくりの会）

提灯行列

実施日時 23 日 受付：三河別院 16：30～

受付：六所神社 16：30～

愛知戦国甲冑隊と岡崎城に行こう！ われこそは竹千代！
元気な子ども提灯を持って集まれ！

三河別院→岡崎公園

募集人員 各部先着250名
募集人員 各部先着１００名

愛知戦国甲冑隊率いる家康公生誕祝行列

広忠と於大の方と岡崎城に行こう！
広忠公・於大の方縁結び安産祈願道中
実施日時 23 日 六所神社→岡崎公園

家康公献上餅つきと花餅かざり
実施日時

※当日参加もできますが、定員に限りがございます。

22 土 第一部 11：00～13：00／第二部14：00～16：00

大餅つき大会！みんなでついて家康公にご献上！

龍城神社東 無料休憩所（旧タツキ売店）会場

おかざき観光ガイドが案内する

岡崎城跡石垣めぐり

ＦＣマルヤス岡崎サッカー
フェスティバル in 家康公生誕祭

実施日時

【先着400名】

【先着100名】

【先着100名】

22 土 第一部 11：00～／第二部13：00～

家康館前集合

実施日時 22 土 13：00～15：00

岡崎公園多目的広場会場

通常見ることが出来ない本丸天守台石垣（東面）など見学できます。
さらに普段通ることが出来ない廊下橋を渡り本丸天守台石垣（北面）を
間近で見ることもできます。

家康公の御生誕と共に初子さんをお祝いしよう！

初子祝い（有料）
実施日時 23 日 受付：能楽堂裏楽屋 17:30～

能楽堂裏楽屋　産湯の井戸→龍城神社
高張り提灯を先頭に生誕祝神輿や祝猫と共に、産湯の井戸から練り歩き！
竹千代行列に参加しお宮入り後に龍城神社で御祈祷いたします。
参加費：２,０００円（税込）／御祈祷・蟇目の矢・お守り付き

6 郷土の英雄、 徳川家康公が
生まれた日をみんなで祝おう

家康公生誕祭市民の皆さま大募集家康公生誕祭
参加無料

市民の皆さま大募集

寒さに負けるな！元気いっぱい、ＦＣマルヤス岡崎の選手と遊ぼう。

募集人員 先着50名

受付にて「記念品引換券と味噌汁振る舞い券」をプレゼント！

事前申込プログラム（ホームページからお申込みください） 申込締切：12/16（日）

当日参加可能プログラム

家康館前会場

竹千代行列
実施日時 23 日 受付：産湯の井戸 17：30～

産湯の井戸→龍城神社
高張り提灯を先頭に生誕祝神輿や
祝い猫と共に、産湯の井戸から練り歩き！

記念品

検 索

（無くなり次第終了）

オリジナル提灯限定販売
●岡崎公園内観光みやげ店　～12月22日（土）
●岡崎市観光協会 籠田観光案内所　～12月22日（土）

当日販売

三河別院／六所神社
12月23日（日） 16：30～17：30

円（税込）1,000
（無くなり次第終了）

円400

生誕祭特別御朱印授与
開催日：１２月２２日（土）～２６日（水）
大樹寺／伊賀八幡宮／菅生神社／龍城神社

〈無料臨時駐車場〉市役所 東・西　　8：30～21：00P


